
記録者：障がい者就業・生活支援センターはくあい　

出席機関

場　所

地域生活支援拠点　青空　地域交流スペース

討　議　内　容　

・当事者の方の講演を実施。集合出来ない場合は、録画しネットなどで限定公開する。

事業所 市町 対応 その他

1 県立三好病院 三好市 専用求人

2 株式会社太洋美装 美馬市 実習依頼中 本社　徳島市

3 株式会社増原自動車 三好市 事務補助・雑務 専用求人

ＪＣ＝ジョブコーチの略

障害 年齢 性別 内容 事業所 市町 仕事内容 その他

1 知的 22 女性 実習　・　雇用 みよし苑 東みよし町 調理補助

2 精神 32 男性 実習　・　雇用 みよし苑 東みよし町 清掃作業

3 精神 29 女性 実習　・　雇用 デイリーマート池田 三好市 鮮魚

4 精神 27 男性 実習　・　雇用 阿波半田手延べ つるぎ町 製麺補助

令和3年度　第1回　西部就労支援部会　会議録

開催日：令和3年8月16日　月曜日　13時30分～14時30分　（ZOOM会議）

アイリス、西部総合県民局、HW三好、HW美馬、美馬市、三好市、つるぎ町、東みよし町、三好市福祉事務所、
美馬市社協、池田支援学校美馬分校、かしがおか、スカイピア、イノセント、やまなみ、セルプ、はくあい

(HW三好、HW美馬は青空に来設いただく)

1．今年度計画について(案)

・西部圏域の各就労系事業所のサービス状況や、就職移行率、課題（個別課題）について、今後、B型事
業所、　就労移行所も定期的に発表。

・就労移行支援事業、就労定着支援事業についての勉強会を実施。東部圏域の障がい者就業支援セン
ター・わーくわくに相談し、サスケ工房等3事業所に確認し講演を受けて頂く事業所に発表をしていただく。
今年度中に達成できるように段取りする。

　※上記4点報告し、　参加者より承諾いただく。

2．情報提供シート

(1) 開拓事業所

会計年度任用職員
一般的な事務補助又は作業補助

実習：10件 2月13日～8月11日

(2) 就職/実習 就職：16件



5 知的 22 女性 実習　・　雇用 みよし苑 東みよし町 調理補助

6 知的 18 男性 実習　・　雇用 マックスバリュ貞光店 つるぎ町 商品品出
新卒者
（ＪＣ支援）



7 知的 18 男性 実習　・　雇用 ㈱栄工製作所 美馬市 製造補助 新卒者

8 知的 18 男性 実習　・　雇用 デイリーマート美馬店 美馬市 青果部門 新卒者

9 知的 18 男性 実習　・　雇用 健祥会家康 美馬市 清掃作業 新卒者

10 知的 18 女性 実習　・　雇用 つるぎ町 鶏肉加工

11 知的 18 女性 実習　・　雇用 健祥会頼朝 三好市 清掃作業 新卒者

12 知的 18 女性 実習　・　雇用 三好市 品出・陳列 新卒者

13 知的 18 男性 実習　・　雇用 デイリーマート池田店 美馬市 品出・陳列 新卒者

14 精神 48 男性 実習　・　雇用 ㈱エス・ビ・シー 美馬市 製図制作補助

15 知的 24 男性 実習　・　雇用 大塚クリーンネス 阿波市 リサイクル業 （ＪＣ支援）

16 知的 30 女性 実習　・　雇用 センタービレッジ 美馬市 清掃作業

17 知的 45 男性 実習　・　雇用 ㈱オカベ つるぎ町 製麺補助

18 精神 48 男性 実習　・　雇用 ㈱大西林業 東みよし町 蒔き割補助

19 精神 48 男性 実習　・　雇用 ㈱みかも 東みよし町 給油作業

20 知的 45 男性 実習　・　雇用 ㈱オカベ つるぎ町 製麺補助

21 精神 24 男性 実習　・　雇用 三好食品㈱ 三好市 軽作業

22 知的 49 男性 実習　・　雇用 ㈱アバンス 美馬市

23 知的 43 男性 実習　・　雇用 三好食品㈱ 三好市 軽作業

24 知的 21 女性 実習　・　雇用 三好食品㈱ 三好市 軽作業

(3) 課題
ケース概要 その原因・課題 何があれば良い・どうしたい

1

貞光食糧工
業㈱

新卒者
（ＪＣ支援）

スーパー　　　
　フレンズ

8/2より雇用
（就労移行支援事
業所より）

製造補助　
(ラベル貼り)

※労働局移行推進会議に参加した際、求職者・就職者共に減っていると報告を受けた。
コロナ禍の中で求人も冷え込んでいるので、一般就労につなげる件数が減っているのが現状である
。

仕事を欠勤したり、業務中に突然泣き出
し、過呼吸になる事があると事業所から
相談があった。

幼少期からのトラウマもあり、何か
のきっかけで思い出し泣く、家庭で
の生活にも課題がある。

事業所、関係者が情報共有
し、今後、保護者も交え、定
期的に課題解決に向けた会
議をし、支援する。



ケース概要 その原因・課題 何があれば良い・どうしたい

2

業務中によそ見、居眠り、泣き出す事が
ある、業務を覚えられない等、事業所か
ら相談があった。

一般の高校生で、就労実習経験
が無い。給料を頂いて仕事をして
いる認識が低い。

業務面では、事業所、職業セ
ンターと相談しながら、業務
の見える化、眠たくならない
作業に就くなど試みた。課題
が多い為、定期的に保護者
にも協力をいただき、家庭支
援も依頼している。



3 各市町村からの報告

障害福祉計画進捗状況

市町村名 美馬市 つるぎ町　 東みよし町 三好市

2 1 2 1

3 4 3 6

1 2 1 2

1 1 1 2

1 1 1 2

1 1 1 1

80% 70% 70%

　　　優先調達

・ スカイピア三宅所長

施設外就労と施設外支援の相違点として、

・ 東みよし町福祉課　元木さん

移行支援事業所から就職された。今後、定着支援がどのようになるかを見守りたい。

・ ハローワーク美馬　三宅さん

　　　　　　　　　　　　：つるぎ町の食品製造会社

確定ではないが、障がい者向けの就職説明会が近々予定されている。

・ ハローワーク三好　藤本さん

　　　　　　　 　　　　　：池田町増原自動車の一般求人を希望者がありマッチングすれば専用求人にする。

・ 訪問看護について
主治医の指示があれば利用できる。

・ 行事について
各機関、各事業所では開催する予定は無し。
支援学校美馬分校の文化祭は一般入場は禁止で行う。

※

1.令和元年度の年間
一般就労者数

2.令和5年度末の年
間一般就労者数

3.一般就労移行者数
(就労移行支援)

4.一般就労移行者数
(就労継続支援A型)

5.一般就労移行者数
(就労継続支援B型)

6.一般就労移行者数
(就労定着支援事業)

7.就労定着支援の開始
から1年後の職場定着率 10割

 1,083,291円 507,751円 1,926,018円 3,690,150円

※7、三好市の表記のみ「割」となっています。

3.その他情報交換

施設外就労は職員と利用者が作業する(日数に制限は無し)
施設外支援は職員が事業所に送迎し利用者だけで作業する(年間180日)

障がい者専用求人：阿波市の事業所(農作業で短時間）

障がい者専用求人：三好病院での事務(基本的にPCが使える方)

次回１０月、ZOOMにて開催


	8月

